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新型コロナウイルス感染症に対する対応について 
連日、新型コロナウイルスのニュースで日本中に不安が広がっています。２月２６日に芦屋市は、厚生

労働大臣から示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえ、芦屋市新型コロナウイ

ルス感染対策推進本部会議において、３月１０日までの間、市主催のイベント等の開催について延期ま

たは中止することを決定。関係団体等へも自粛あるいは延期の検討をお願いしますと発信しています。 

これを受けて、当センターでは「新型コロナウイルス感染症対策会議」を開催し、２月２７日の「福祉・家

事援助講習会」と３月５月の「健康講座」は中止としました。また、「はつらつ憩サロン」及び「介護予防講

座」は３月１０日まで実施を見合わせております。現時点では、その他の事業及び会議等は予定通り実

施することにしました。同好会等の会員主催の集いにつきましては、各グループでご検討ください。 

今後のセンターとしての対応は、国や兵庫県及び芦屋市の動向を踏まえ検討してまいります。  

はつらつ館出入口にはアルコール液を設置してあります。入館の際は消毒、または手洗いをお願いい

たします。厚生労働省発信の Q＆Aを同封していますのでご覧ください。 

★就業先では、可能であれば就業前に手洗い等を行い、マスク着用ができる場合は発注者へ申し入

れ着用してください。 

以下は「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」からの抜粋です。（２０２０年２月２４日） 
 

このウイルスの特徴として、現在、感染を拡大させるリスクが高いのは、対面で人と人との距離が近い接触（互

いに手を伸ばしたら届く距離）が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境だと考えら

れます。我々が最も懸念していることは、こうした環境での感染を通じ、一人の人から多数の人に感染するような

事態が、様々な場所で、続けて起きることです。  

●感染者の状況 

 新型コロナウイルスに感染した人は、ほとんどが無症状ないし軽症であり、既に回復している人もいます。 

 国内の症例を分析すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える

人が多いです。しかしながら、一部の症例は、人工呼吸器など集中治療を要する、重篤な肺炎症状を呈しており、

季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。現時点までの調査では、高齢者・基

礎疾患を有する者では重症化するリスクが高いと考えられます。 

 ●感染経路などについて 

 これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体です。空気感染は起きて

いないと考えています。ただし、例外的に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染す

る可能性が否定できません。 無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があるなど、感染力と重

症度は必ずしも相関していません。このことが、この感染症への対応を極めて難しくしています。 

●みなさまにお願いしたいこと 

 この１～２週間の動向が、国内で急速に感染が拡大するかどうかの瀬戸際であると考えています。そのため、

我々市民がそれぞれできることを実践していかねばなりません。 特に、風邪や発熱などの軽い症状が出た場合

には、外出をせず、自宅で療養してください。ただし、以下のような場合には、決して我慢することなく、直ちに都道

府県に設置されている「帰国者・接触者相談センター」にご相談下さい。 

 ●風邪の症状や 37.5°C以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む） 

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある  

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合 
 

 

新型肺炎の相談窓口 

★兵庫県 24時間コールセンター ０７８－３６２－９９８０ ★厚生労働省０１２０－５６５－６５３ 



  

２ 月 活 動 実 績 
4  決算事務研修会（羽渕） 
  入会説明会 

5  兵シ協事務局長会議（北田常務・羽渕） 
6  第６回安全委員会 
7  経理担当職員研修会（羽渕・今井） 

12  第６回企画委員会 
14  愛知県ＳＣ連合視察来訪 
17  兵シ協中長期計画作業部会（羽渕） 

  第１１回広報委員会 
18  新入会員オリエンテーション 
20  無期転換ルールセミナー（羽渕） 

  第５回適正就業推進委員会 
21  第１１回事業運営部会 
22  土曜日入会説明会 
25  第６回地域支援委員会 
27  隣接地ＳＣ理事長会議（北田常務・羽渕） 
28  事務局会議 

 

事業運営部会 
●第１１回 （２月２１日） 

・各委員会からの報告 

・兵シ協の新聞広告掲載の取材について 

・定款の一部変更について 

・Ashiya Komachi Ⅿallい規約および 

運営要領の制定について 

・印章規定の一部変更について 

・「小町カフェ」事業実施要綱の一部改正について 

・特定費用準備資金・資産取得資金の 

取り扱い規程の制定いついて 

・専門委員会の見直しについて 

・新型コロナウイルスに対するセンターの対応について 
 

専門委員会 
●第６回 安全委員会（２月６日） 

・健康講座について 

・作業別安全就業基準について 

・兵シ協令和２年度安全就業スローガン募集について 

・令和２年度安全就業推進大会の開催について 

・令和２年度事業計画について 

・第５４号安全委員会だよりの発行について 

後期会員研修バスツアーアンケート結果について 

●第６回 企画委員会（２月１２日） 

・土曜日入会説明会について 

・シニア就職支援セミナーについて 

・専門委員会再編について 

・２年度兵シ協高齢者活躍人材確保育成事業について 

 

●第１１回 広報委員会（２月１７日） 

・「はつらつ芦屋」３０号について 

・新規委員の募集について 

●第５回 適正就業推進委員会（２月２０日） 

・長期継続就業について 

・令和２年度事業計画について 

●第６回 地域支援委員会（２月２５日） 

・福祉・家事援助サービス研修会総括について 

・令和２年度事業計画について 
 

 

定時総会 5/29に決定！ 
令和２年度総会開催日が決まりました。 

５月２９日（金）午後１時１５分からルナ・ホールで

開催されます。総会への出席は会員としての義

務でもあります。是非予定をあけておいてください。 
 

 

令和２年度 年会費受付中！ 
領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を必ず   

ご確認ください。おつりの無いようにしていただければ  

助かります。（２４００円） 

退会手続きについて 
来年度に会員継続の意思の無い方は、３月末までに

必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。手続き

のない場合は、新年度会費が必要になります。 
 

 

今年度会費未納の方が数名････ 
今年度会費が未納の方は、３月末で退会とさせて

いただきます。ご了承ください。 
 

 

センターの広報紙｢しるば～たいむず｣  

第１８号が３月初旬に全戸配布されます。

様々な事業紹介を掲載しています。 

お知り合いにも入会促進、仕事の発注等、

宣伝をお願いします 
 

 

３月中旬、当センターの記事が朝日新聞・ 

毎日新聞に大きく掲載される予定です。 
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２月の安全パトロール 
２月１２日、永井委員長・石本委員・大谷職員・

日笠職員が剪定・除草・マンションの現場５ケ所を

巡回しました。安全パトロールは、安全、体調、用

具の点検等はもちろんのことですが、ひと時の意見

交換によって、会員の仕事を知り、また発注者から

の高い評価にも接する良い機会となっています。 

 
 

健康安全講座を開催しました 

 

２月２６日呉川町の保健福祉センターで健康安

全講座を開催、会員、委員、職員合計２９名が参

加。芦屋市の保健師による生活習慣病予防講座

を受けた後は２班に分かれて、血管年齢測定、体

組成計を使用し筋肉量・体脂肪率の測定、椅子に

座っての体操等が行われました。センターの会員は、

就業によって健康が増進され、市の医療費にも貢

献しているとお褒めの言葉をいただきました。 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は事故ゼロです！ぜひともこの調子で日数

を増やしていきましょう。くれぐれもご安全に！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故  ３４日 

     賠償事故  ７５日（３月２日現在） 

 

令和元年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

これ位 思う心が 事故のもと 

福祉・家事援助研修会を開催しました 

２月１８日「福祉・家事援助サービス研修会」の

１日目は意見交換会。２１名の方が参加し、家事

援助班のエプロンのデザインや色、家事援助サー

ビスのイメージアップになるネーミングの話題で盛

り上がりました。参加してくださった方、ありがとうご

ざいました。 

２月２７日、２日目の講演会『アクティブシニアの

ための防災備蓄セミナー」は、残念ながら新型コロ

ナウィルスの影響で中止となりました。 

 
 

認知症サポーター養成講座 
２月２６日７名の会員が受講。認知症を正しく理解

し、認知症の人や家族を地域で温かく見守る事の

重要性について学びました。これで認知症サポー

ターの会員数は２６６名となりました。会員全員が

認知症サポーターを目指し、来年度も開催する

予定です。未受講の方はぜひご参加ください！ 

 
 

 

足元にご注意ください！ 
先日、降下中に数段を転落される事故が

発生してしまいました。 

原因としては両手に荷物をもったまま降りて

いたところバランスを崩し、手すりを掴めなかっ

たことにあります。 

はつらつ館の階段は、少し高くなっています

ので、昇降時は、必ず手すりを持ち、荷物が多

いときはエレベーターを使用するようにお願い

します。 
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      市民公開 各種講座等のおしらせ  

絵 手 紙 教 室 
絵が得意でなくても大丈夫！ 

原則第３木曜日 

9：30～11：30 
●受講料：３カ月で３０００円 

（材料費込） 

①キーボード教室（火曜日） 
１月から ｢テネシーワルツ」を練習中 
●３０００円（グループ・６０分・月２回) 

②大人のピアノ教室（日時：応相談） 
●センター会場：只今、満席です 

●別会場：６０００円（個人・６０分・月２回) 
(注) 別会場は会場費も含む①②とも事前連絡欠席の場合は振替あり 

ワンコイン・イングリッシュ 

３月は開催を見合わせます 

らくらく・イングリッシュ 
３月は開催を見合わせます 

英字新聞に親しむ（原則第１・３火曜日） 
３月は開催を見合わせます 

入門英会話（原則第１・３火曜日） 
３月は開催を見合わせます 

 パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

① Windows 10 入門 4/8・15・22（水）10:00～12:00 

受講料：3回 2,000円（会員特典）（教材費別） 

募集人員８名 

②エクセル 4/11・18・25（土）10:00～12:00    NEW 

受講料：3回 3,000円（教材費別） 募集人員５名 
 

 

●場所：シルバー人材センター はつらつ館  

③個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

4/6・13・20・27（月） 4/3・10・17・24（金） 

時間：10:00～12:00  募集人員各日５名 

受講料：各日 2時間 2,500円 

④プログラミング入門 4/6（月）NEW 募集人員８名 

－Scratch（スクラッチ）を使って頭の体操しませんか。ー 

時間：13:30～15:30  受講料：１回 1,500円 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 
 

着 付 教 室  
●日程：３/１２・２６（木）原則第２・４木曜 

●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース 

●受講料：①６０００円②７２００円（各全６回）③２０００円 

午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時 

 

書 道 教 室 
●３/３・１７、４/７・２１（火）原則第１・３火曜日 

●成人１３:３０～１５:３０小学生１６:００～１７:００ 

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円 

  小学生２５００円 ＊教材費５００円含む 

衣類のお直し、りフォーム、仕立て 
着物や服地などお洋服にお仕立て致します。 

衣類のお直し、繕い、なんでもご相談下さい。 

日時：３/９・２３（月）９：００～１１：３０ 

＊原則は毎月第２・第４月曜 

網戸・ふすま・ 

障子張替え 
技能班が引き取りから 

お届けまで 

責任をもってお受けします！ 

芦屋霊園内のお墓清掃 
お墓清掃班が 

忙しい貴方に代わって 

芦屋霊園内のお墓清掃を 

承ります！ 

   会員対象 各種講座等のおしらせ 

会員のための健康体操講座 息を吐いて、吐いてのストレッチと簡単な筋トレ 
●３/４・１８、４/１・１５（水）１３：３０～１５：３０ ●費用：３００円/回 ●持ち物等：飲み水 

ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修 
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除研修を開催します。出席は男女問わず。 

ぜひご参加ください。   ●日時 ： ３月２４日（火）１３：３０～    ●場所 ： はつらつ館内 

芦やん小町「お手玉の会」 ３月はお休みです 
コロナウイルスが気になるところでしたが、２月は予定通りにボランティアをして下さいと返事を頂き、高齢者

施設での活動をしました。２０数名の方とのお手玉レクリエーションは、あっという間の時間。“昔を思い出す”

“またやりたい”とのお手紙を頂き、私たちもまた伺う日まで練習を頑張りたいと感じたボランティアでした。 

３月は残念ながら、やはりコロナウィルスの影響でお休みとさせていただきます。 
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 こども対象講習会等  
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
原則第１・３水曜日 16：00～17：00 月２回３０００円（材料費込） 

たのしい放課後教室 ３月はお休みいたします 

NEW 小学生プログラミング教室（２年生以上） 
●日時：４/１０・１７・２４（金） 16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 

 

スマホ未経験者向け無料体験会！～らくらくスマートフォン～ 

スマホに興味はあるけれど、ちょっと不安、自分にはできるかな？と思っておられる方！朗報です！ 

一人一台の体験用スマホを用意しています。掌の中から世界が広がりますよ。是非ご参加ください。 

●日時：令和２年４月１日（水）10：00～11：30 ●参加費：無料（要電話予約・先着順） 
 

 

“デジタル終活勉強会”のご案内 
テキストやビデオでデジタル情報やネット上の金融資産等の生前整理、死後整理 

●日時：３月６日（金）AM 10：00～11：30・ PM13：30～15：00 ●場所：はつらつ館２階 作業室２ 

ＳＬＳ（シニアライフサポートグループ） 
 

日曜日の朝、一緒にラジオ体操しませんか？ 
平成２９年６月の地区懇談会が発端となり、阪神東地区の会員が呼びかけ人と

なって、同年８月から毎週日曜日の朝、春日公園でラジオ体操をしておられます。

是非皆さんも参加しませんか？ 

 ●場所：春日公園 ●時間：7：00～7：30 ●朝６時雨天の場合中止 

 
 

芦屋市シルバー人材センターは「粗大ごみ券処理券取扱店」です。ご入用の際は

是非当センターでお買い求めください。 

 

 

 

      各種講座等 延期・中止のおしらせ  
 

★３月５日地域支援委員会主催の健康講座「健康寿命をのばす食事」は中止となりました。 

★３月１４日開催予定の傾聴グループ主催、第９回市民公開セミナー「傾聴講習会」は半年先ですが、

１０月２４日に延期となりなした。 

★３月１４日開催予定のシニアライフトータルサポート講座「ベトナム人が見た日本」は５月９日に延期と

なりました。   ＊その他講座については事務局までお問い合わせください。 

 

 

新型コロナウィルス感染症に対する対応は刻々と変わっていく

可能性が大きく、急遽延期、中止の可能性があることをご了承

お願いいたします。 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 

＊新型コロナウイルス感染症の影響で中止する場合がありますので、随時確認をお願いします。 

（青字は館外活動） 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会（Ａ

ＳＧ会） 

ASG ゴルフコンペご案内  ～お待たせいたしました！今年最初のコンペです。～ 

皆様奮ってご参加ください。新加入者(男女)歓迎です！   締切日：３月３１日（火） 

●日時：４月１５日(水)９時スタート    ●費用：7,350円（昼食費込）会費：1,000円 

●場所：ロータリーゴルフ倶楽部ﾆｭｰｺｰｽ ●担当：向井    津川 

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室 ★見学自由 

初心者からプロ級の方までどなたでも 

ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。 

写真同好会 
(デジイチ会) 

毎月第１水曜日 13：30～  

はつらつ館 ２階中会議室 

カメラ愛好会です。初心者でも大丈夫！ 

どんな活動しているか見学に来てください。 

絵画クラブ 
“ＯＬＩＶＥ” 

毎月は第２・４木曜日が例会です。 

13～16時  はつらつ館 2階中会議室  

四季折々の季節を感じ、自由に皆で絵を楽しむ。

語らいあり、絵画の手ほどきあり、です。 

はつらつサロン 

ワイ・ガヤの会 

毎月第２日曜日 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

2020年 4月から会場が、「コープデイズ芦屋

３階談話コーナー」に変更します。 

手芸同好会 
毎月第３火曜日 9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室２  見学自由 

編物に限らず、手芸何でも楽しめる同好会になり

ました。和気あいあいと楽しいですよ！ 

ビデオ散歩 

倶楽部 
例会は、奇数月の第２火曜日です。 

13：30～16：00 はつらつ館中会議室  

３月の活動はお休みとします。(次回 5 月予

定) 観たい映画等があればご提案ください。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
毎月第１月曜 13：00～15：00 

ラポックスホールＪＲ南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階  

認知症予防にも良いと言われています。  

未経験者・初心者大歓迎。見学に来て下さい 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 
３月１４日(土)9時～12時中会議室 

３月２８日(土)１３時～１６時大会議室 

3月は定例通り、第２・４土曜日に開催です。 

できれば、当日はマスクをご持参ください。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

定例会：３月１７日(火) １３時～１6時 

場所：ｶﾗｵｹ「パティオ」（打出町3-30） 

＊部屋№４・５・９号室 参加費：600円 

新曲から懐メロまで楽しく歌っています。初めての

方も大丈夫！会員ならだれでもＯＫ。受付でひば

りクラブとお伝え下さい。(19時まで延長可) 

将棋同好会 
３月は１２日(木)・２６日（木）になります 

9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 

当日出席のメンバーで対戦します。 

初めての方の見学・参加、大歓迎です。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

第１土曜/はつらつ館２階14：30～                          最近、チェロと 

第２土曜/市内別会場１３～１７時                          ギターの新規加入 

問合せ入部まで                         がありました！ 

ウクレレ同好会  
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） 

毎月第１・３水曜日 13：30～15：30 

はつらつ館  （作業室１又は２） 
３月の活動はお休みとします。 

ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ 
毎月第２水曜日 13：30～15：30 

はつらつ館２階 作業室 

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。 

音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

３月は９日と 23日(月) 13：30～15：00 

場所：はつらつ館２階中会議室 

男女混声合唱です。愛唱歌等いろいろ歌っ

ています。見学ＯＫ。一緒に歌いましょう！ 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

第２日曜●池田泉州銀行芦屋支店2階 

第２月曜：はつらつ館作業室２ 

いずれ 13時から(銀行会場は 4月から変更) 

メンバー募集中！ 奥の深いトランプゲームで、認

知症予防にいいと言われています。 

 ご連絡は鈴木まで。 

マジック研究会 
1月から ‟マジケン” 6名でスタートしました！  メンバー募集中！  

第３月曜日13～15時 はつらつ館2階作業室 代表：入部兼昭 

月1回2時間   ・・・参加希望の方は入部まで・・・  副代表：山中 健  会計：廣田輝代 

歩こう会 

（中止のお知らせ） 

２０１９年は、旗振り山の桜、六甲山牧場でのチーズフォンデューとシープドックショー、滝の茶屋‟

名物おでん”の忘年会と実施し、親睦を深めることができました。３月は２９日に桜満開の王子公

園を予定していましたが、不特定多数の人達が集まるため、残念ながら今回は中止としました。 

次年度、状況が落ち着いたらまた企画しますのでお楽しみに！ （幹事：1388榎本盛明） 
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お仕事の紹介（請負・委任・派遣） 
  時間等 人数 

  
４月から火・金 

8：00～10：00 
１名 

  
月～金 

12：30～16：00 
１名 

  
水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
金・土・日 

8：30～12：00 
１名 

  
週２日（要相談） 

17：00～20：30 
１名 

  
曜日相談 

7～9・17～20：00 
１名 

  
土・日 

8：00～12：30 
１名 

  
火・木 

6：30～10：00 
１名 

  
月・金 

5：30～9：30 
１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  
４時間交代 

10：00～22：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
曜日相談 

8～12・12～16：00 
１名 

  
火・木・土 

18：50～22：20 
１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・金 

8：00～12：00 
１名 

  
月・木 

8：00～10：00 
１名 

  
火・木・金 

9：30～12：00 
1名 

  
曜日・時間 

要相談 
１名 

  
木 

午前１時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
週２回（曜日相談） 

午前２時間 
１名 

  
月・木 

午前２時間 
１名 

  
火 

午前３時間 
１名 

  
月・木 

午前２時間 
１名 

  
月 

午前２時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

 

事務所お仕事紹介コーナーに 

なんでも相談箱を設置しています 
月一回事業運営部会で開封します。 

就業以外のことでもＯＫです。 
 

 

配分金の支払日 
２月就業分 ３月１３日（金） 

３月就業分 ４月１５日（水） 
 

入会希望者説明会の日程 
３月１０日（火） 

４月１４日（火） 
 

はつらつ野菜市 
３月２５日 

原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 
 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」   ３月１１日（水） 

●浜町エルホーム芦屋    中 止 

●はつらつ館     ３月２５日（水） 
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

    
(阪急以南・臨港線以北) 

引取り研ぎ料金：１本６００円～ 

★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積) 
 

新入会員です！よろしくお願いします 

   
   
   
   

退会会員です。長い間ありがとうございました 
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愛知県連合から３７名が来訪 

 
２月１４日（金）愛知県からシルバー人材センター

連合会と県内拠点１５市６町、総勢３７名の役職員

（これまでも多くの視察来訪はありましたが、３７名は

最多数）が当センターを訪れました。 

愛知県では、連合が中心となって女性の会を立ち

上げられたこともあり、女性会員の活動や独自事業

が活発な芦屋に興味をもたれたとのことでした。 

事前に提出された質問事項に回答しながら、当セ

ンターの女性理事との意見交換も行われました。 
 

 

 

保育所ボランティアへ行ってきました！ 
 １月１０日から２月１２日まで、芦屋市内公立保育所５ヶ所へ、延べ４４名の

会員・職員が子供たちと楽しく交流。手作りおもちゃで遊んだり、中でもマジック

は大人気でした。 

参加して下さった会員の皆さん、本当にありがとうございました！ 
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